
１月２３日からの大雪に係る
鳥取県災害対策本部会議

【日時】平成２９年１月２4日（火）９：００～
【場所】災害対策本部室（県庁第２庁舎３階）等
【参加者】＊総合事務所等ＴＶ会議での参加者を含む

知事、統轄監、危機管理局、元気づくり総本部、総務部、
地域振興部、観光交流局、福祉保健部、生活環境部、
商工労働部、農林水産部、県土整備部、教育委員会、
警察本部、東部振興監、中部総合事務所、西部総合事務所、
日野振興センター、企業局、各消防局、鳥取地方気象台
鳥取地方協力本部、国土交通省（鳥取河川国道事務所）他
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目的

１月２３日からの大雪に伴う影響で県内では大
雪警報が発令され、人的被害や多くの通行止め
等が発生しているところ。

被害状況の確認並びに今後の対応等を検討す
る。

◇１月２２日（日）１９：１１ 大雪注意報発令

◇１月２３日（月）０７：３５ 大雪警報発令（智頭・若桜町

日野地区を除く）

◇１月２３日（月）１２：５０ 県下全域に大雪警報発令

◇１月２３日（月）１８：００ 鳥取県災害対策本部設置

◇１月２４日（火） ４：１０ 自衛隊へ災害派遣要請 2



◆知事挨拶

１ 気象の状況及び予測等

２ 現在の被害状況

３ 各部局等の対応

４ 市町村・県民への注意喚起

（１）市町村への注意喚起

（２）県民への注意喚起等

次第
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１ 気象の状況及び予測等
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気象台説明



１ 人的被害

２ 現在の被害状況

被災者住
所

性別 年代 死亡 軽傷 症状等

鳥取市 1月23日 13:41
鳥取市国府町
宮下

鳥取市
国府町
宮下

男
10才
未満

1
CO中毒になり中等症
で意識あり

除雪中に駐車中の車
内にてCO中毒

鳥取市 1月23日 13:29
鳥取市用瀬町
川中

鳥取市
用瀬町
川中

女
60才
代

1 臀部を負傷 雪により転倒

南部町 1月23日  8:32
西伯郡南部町
金田

不明 男 39才 1

歩道除雪作業中に先
導者が転倒して歩道
除雪機（ハンドガイ
ド式）に巻き込まれ
た。

1 2

発生原因

計

市町村名 発生日時 発生場所

被災者 被災状況

6

２ 現在の被害状況③

別添 被害報告



３ 市町村の対応等
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○智頭町地域（尾見地区・郷原地区・大内地区・
中原地区）
・大内コミュニティーセンター自主開設（食料あり）
・自主的な食料提供（４地区で実施）
・トイレ提供、案内（４地区）
・渋滞車両の方への案内、誘導の実施（４地区）
○智頭町役場
・交通誘導
・電話対応（多数）
・智頭町総合センター避難者対応
・大内コミュニティーセンター避難者対応
・除雪対応

自衛隊の対応
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０３：３０ 連絡幹部が米子発（０６：３５ 県庁着）

０４：０４ 初動対処部隊（ファスト・フォース）３名が出発

０４：１０ 災害派遣要請

０４：５３ 主力２３名が出発（９時頃現着の予定）

０６：５５ 部隊が日本原駐屯地を出発

（０８:１０頃 智頭町に現着予定）

【装備】

ガソリン（タンク３０ヶ）、灯油（タンク１０ヶ）、

軽油（タンク１０ヶ）、毛布２０枚、スコップ、

スキー、荷物用ソリ



（1月24日7：30現在）
• 異常気象による通行規制等１

一般国道373号（智頭町地内（駒帰交差点～智頭東交差点）地内L=12km）
1/23 17時55分からの鳥取道の通行止めや積雪の影響で滞留車両が

多数発生（1月24日5時現在204台）
1/24 2時55分～ 災対法に基づく車両移動等の措置を行う区間に指定

一般国道179号（三朝町穴鴨（国道482号交差点）～県境L=9.5km）
1/24 0:50～ 立ち往生車両のため通行止 ※生活交通を除く

一般県道板井原濁谷線（日野町板井原地内L=10m）
1/23 10:00～沿道の倉庫倒壊のおそれのため通行止 ※孤立集落なし

米子自動車道（湯原ＩＣ～米子IC）
1/23 13:55～立ち往生車両のため蒜山IC～江府IC上り線が通行止
1/23 17:10～湯原IC～米子ICに規制区間変更

米子自動車道（溝口ＩＣ）

1/23 12:10～立ち往生車両のため上り線オフランプが通行止
→ 1/23 14:44解除

（２）県土整備部の対応

9

（1月24日7：30現在）
• 異常気象による通行規制等２

鳥取道（駒帰交差点～河原IC）
1/23 16:55～立ち往生車両のため通行止
→一時的に規制解除された区間もあるが引き続き通行止め

山陰道（八束水交差点～泊東郷ＩＣ下り線）

1/23 12:38～スタック車両のため通行止
→1/23 14時45分 解除

山陰道（琴浦船上山IC～赤碕中山IC下り線）
1/23 21:15～ 積雪のため通行止 →1/23 22:00解除

山陰道（淀江ＩＣ～米子東IC下り線）
1/24 2:10～立ち往生車両のため通行止
→ 1/24 5:46解除

※その他、各地で断続的に立ち往生車両が発生

（２）県土整備部の対応
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（1月24日7：30現在）
• 除雪状況等１
【県管理道路】
【国道373号】
・1/24 5時時点で204台の立ち往生車両（現在は救出が進んでいる）
・智頭東交差点から郷原交差点までの渋滞を解消（ただし、車両２台が残っている。）

・智頭側及び岡山側から順次除雪を実施中

・運転手不在等で支障となる車両については、災対法による撤去も行う。

・車両への給油希望者への給油実施済み

・町総合センターへのバス乗客のピストン輸送に協力

【国道179号】
・原因となった車両は移動済み

・岡山方面に向かう滞留車両が２０～３０台程度あり、そのうち自力で動けない車両があれば除雪により対応

・倉吉方面に向かう滞留車両数は不明（トンネル内で待機のため、立ち往生はない見込み）

【その他鳥取県全域】

降雪が続くため、現在も県内全線の除雪を継続中。

（２）県土整備部の対応
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（1月24日7：30現在）
• 除雪状況等２

【国管理道路、高速道路】
・国交省

倉吉河川国道事務所、鳥取河川国道事務所ともに、降雪・立ち往生車両が続くため継続的に除雪中。

鳥取河川国道事務所においては、立ち往生車両の撤去に向けて、鳥取自動車道（兵庫県佐用郡佐用町

～鳥取市河原町）と国道５３号（岡山県勝田郡奈義町～鳥取市河原町）を災対法に

基づく車両移動等の措置を行う区間に指定

・ＮＥＸＣＯ西日本

滞留の原因となった車両は撤去され、大半の滞留車両は移動済みであるが、宮市トンネル付近の１０台

のみ残っている。

降雪が続くため、継続的に除雪中。

（２）県土整備部の対応
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（その他）

• 土砂災害危険箇所を含む上空からの調査を１／２７（金）
に実施予定

• 歩道除雪作業の注意喚起を通知済

（２）県土整備部の対応
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県の主な支援
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【避難先等への物資支援】

• 智頭町の要請により、町総合センターで受け入れ
ている避難者用の食事（５０人分）を調達

• また、粉ミルクを調達
【立ち往生している車両への支援】

• 燃料を調達
• 食料（約３５０食）、飲料（約６５０本）を配布
【情報発信】気象情報、交通規制情報、車両移動等
の措置区間、除雪状況、公共交通の状況、注意情報
等を県ＨＰ、あんしんトリピーメール、トリッターで情報
発信



地域振興部 臨時休校等の状況（私立学校、大学
等）

校種 学校名 対応状況

高等学校 鳥取敬愛高等学校 通常どおり授業を行う

高等学校 鳥取城北高等学校 １／２４は臨時休校

中学校・高等学
校

青翔開智中学・高等学校 １／２４は臨時休校

高等学校 倉吉北高等学校 １／２４は臨時休校

中学校・高等学
校

湯梨浜中学・高等学校 １／２４は臨時休校

高等学校 米子北高等学校 通常どおり授業を行う

中学校・高等学
校

米子北斗中学・高等学校 １／２４は臨時休校

高等学校 米子松蔭高等学校 １／２４は臨時休校

大学 鳥取大学（鳥取キャンパス） １／２４は終日休講

大学 鳥取環境大学 １／２４は終日休講

大学 鳥取看護大学 １／２４は終日休講

大学 鳥取短期大学 通常どおり授業を行う

１／２４午前８時現在

観光交流局
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観光交流局
・観光事業団の管理施設（１/２４（火）８時現在）
通常営業予定（ただし今後の天候、施設状況等を

踏まえて変更あり）

・南部町 赤猪岩神社前売店が１月２４日臨時休業

・その他観光施設等の情報を引き続き収集中

休館等あれば県ＨＰ、鳥取県観光連盟ＨＰで周知

・エアソウル（火曜日到着・出発便）

１月２４日８時３０分時点では運航予定

（天候状況等を踏まえ変更あり）



○水力発電施設 異常なし

○風力発電施設 停止中

※監視用ＮＴＴ回線の障害は復旧

異常の有無を確認中

○太陽光発電施設 異常なし（積雪のため発電なし）

○工業用水道施設

・鳥取地区工業用水 異常なし

・日野川工業用水 異常なし

企業局の対応 （1月24日午前8時現在）
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■市町村における対応の徹底
◆今後の気象台等の予測に基づく寒波への対応の再確認

◇初動対応として、収集伝達や参集体制等の確認等

◇鳥取県中部地震への大雪の影響

・住家の半壊など被害住宅や今後の融雪等による土砂

災害などに十分注意する事

●住民への気象情報等各種情報の提供、注意喚起

４ 市町村･県民への注意喚起
（１）市町村への注意喚起
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（２）県民への注意喚起等
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１ 自宅周自辺の積雪状況の確認

２ 自宅周辺の災害リスク（土砂災害（特別）警戒区域、浸水想定区域な

ど）と対応方法の再確認

３ 大雪、暴雨雪等が予想される場合は、不要不急の外出、車両の運転を

避けること

⇒孤立のおそれがある地域においては、食料、水、燃料等の十分な備

蓄や、連絡体制の確保を図ること

４ 雪下ろし等の除雪作業中の事故防止対策

⇒複数人での作業の実施、命綱などの正しい装着など

※特に鳥取県中部地震で被害を受けた家屋（ブルーシート措置）の

雪ずりには十分注意すること

５ 雪崩からの注意
斜面下付近にお住まいの方は、建物の2階などの高く、斜面から離れた

場所で生活するよう心掛けるとともに、なだれ注意報等の気象情報やな

だれの前兆現象（雪の裂け目や雪の固まりが転げ落ちるなど）に注意し、

早めの避難に努めること。

・新雪や晴れの日の雪のゆるみによる屋根からの落雪に注意すること



２4日０3時の地上天気図 ２4日２１時の地上天気図

アメダス速報値
（２４日８時までの

２４時間降雪量）
・大山町大山

70センチ
・鳥取市吉方

28センチ
・米子

26センチ
・倉吉市大塚

33センチ
・智頭

82センチ
・境港市境

18センチ

①

②

アメダス速報値
（２４日８時までの

積雪量）
・大山町大山

214センチ
・鳥取市吉方

54センチ
・米子

47センチ
・倉吉市大塚

33センチ
・智頭

106センチ
・境港市境

23センチ

8時までの24時間
降雪量

智頭 82センチ
大山 70センチ
倉吉 33センチ



大雪の要因
①今日（２４日）夜遅くにかけて、上空約５５００メートルに
氷点下３３度以下の強い寒気が流れ込む。
②今日（２４日）は、終日雪が降り、断続的に降雪が強まる。
朝まで」上空の気圧の谷の影響で①の雪雲による

降雪が強まる 県内全域で降雪が強い
昼前～夕方」山雪型で山地を中心に降雪が

強まる。②の雪雲のラインが
かかる夕方は一時的に全域で
強まる見込み

降雪量と注意、警戒期間
①２４日０６時～２５日０６時までの２４時間降雪量は

多い所で 山地５０センチ 平地２０センチ
②降雪量のピークは、朝と夕方
③大雪警報期間：平地は今日（２４日）朝まで

山地は今日（２４日）夕方まで
大雪注意報期間：平地、山地とも今日（２４日）夜遅くまで

①

②

明日までの防災シナリオ



防災上の留意事項
★積雪や路面凍結による交通障害
★電線や樹木への着雪
★なだれ
★雪による見通しの悪化
今日（２４日）夜遅くまで

沿岸部を中心に１２メートル
★高波、落雷、突風

☆明日朝の最低気温
鳥取：氷点下4度
米子：氷点下4度


